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80 塩後ふれあい公園改修工事 甲州市塩山上塩後地内 都市整備課 指名競争 ㈱大和工務店 870,000 R3.8.31 R3.10.29

81 農道山58号線改修工事 甲州市勝沼町山地内 建設課 指名競争 ㈱平成設備 1,280,000 R3.8.31 R3.11.12

82 農道綿塚11号線舗装工事 甲州市勝沼町綿塚地内 建設課 指名競争 五味建興業㈱ 1,190,000 R3.8.31 R3.11.30

83 伍倫平水路改修工事 甲州市塩山下塩後地内 建設課 指名競争 ㈱メイクCE 3,090,000 R3.9.1 R3.12.24

84 獅子の前水路改修工事 甲州市塩山千野地内 建設課 指名競争 松橋建設㈱ 3,150,000 R3.8.31 R4.2.28

85 市道一之瀬高橋6号線舗装工事 甲州市塩山一之瀬高橋地内 建設課 指名競争 塩山舗装㈱ 3,530,000 R3.8.31 R3.11.26

86 市道福生里5号線改修工事 甲州市塩山福生里地内 建設課 指名競争 ㈱廣川工業所 5,300,000 R3.8.31 R4.1.28

87 勝-5処理分区149-33路線工事 甲州市勝沼町藤井地内 上下水道課 指名競争 ㈱平成設備 5,700,000 R3.8.31 R3.12.24

88 市道勝沼23号線道路改良工事 甲州市勝沼町等々力地内 建設課 指名競争 ㈱高野建設 8,550,000 R3.8.27 R4.3.11

89 塩2-2処理分区49路線工事 甲州市塩山小屋敷地内 上下水道課 指名競争 ㈱飯島工事 8,700,000 R3.8.30 R4.1.21

90 鳥居焼遊歩道整備工事 甲州市勝沼町勝沼地内 観光商工課 指名競争 ㈱高野建設 15,500,000 R3.8.27 R3.12.24

91 勝-1処理分区210-5路線他工事 甲州市勝沼町菱山地内 上下水道課 指名競争 甲信建設㈱ 18,750,000 R3.8.30 R4.1.21

92 番匠屋水路改修工事 甲州市塩山上井尻地内 建設課 指名競争 ㈱飯島工事 22,500,000 R3.8.30 R4.2.25

93 農道下岩崎12号線改良工事 甲州市勝沼町上岩崎地内 建設課 指名競争 三森建設㈱ 24,000,000 R3.8.27 R4.3.16

94 甲州市立塩山南小学校屋内運動場地窓改修工事 甲州市塩山上於曽地内 管財課 指名競争 植野興業㈱ 1,150,000 R3.8.30 R3.11.30

95 市道下塩後26号線街灯設備改修工事 甲州市塩山下塩後地内 建設課 指名競争 (有)共栄電機 1,200,000 R3.8.26 R3.10.29
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96 甲州市立東雲・大和保育所感染症対策工事
甲州市勝沼町小佐手・大和町
初鹿野地内

管財課 指名競争 塩山ヒタチ商会 1,268,000 R3.8.27 R4.2.28

97 甲州市立松里・奥野田保育所感染症対策工事 甲州市塩山小屋敷・熊野地内 管財課 指名競争 (有)秋山設備 1,730,000 R3.8.31 R4.2.28

98 大和デイサービスセンター給湯配管ボイラー改修工事 甲州市大和町田野地内 管財課 指名競争 第一設備㈱ 7,700,000 R3.8.27 R4.1.28

99 市道藤井4号線配水管仮設工事 甲州市勝沼町藤井地内 上下水道課 指名競争 (有)エース 330,000 R3.8.30 R3.11.30

100 市道小屋敷16号線配水管仮設工事 甲州市塩山小屋敷地内 上下水道課 指名競争 (有)秋山設備 460,000 R3.8.31 R3.10.29

101 市道藤井4号線配水管布設替工事 甲州市勝沼町藤井地内 上下水道課 指名競争 (有)エース 1,660,000 R3.8.30 R4.1.28

102 市道三日市場24号線外1路線配水管布設替工事 甲州市塩山三日市場地内 上下水道課 指名競争 平間工業所 5,800,000 R3.8.31 R3.12.24

103 上下小田原送配水管布設工事 甲州市塩山上小田原地内 上下水道課 指名競争 (有)早川建材設備 21,150,000 R3.8.31 R4.2.28

104 市道勝沼1号線他1路線グリーンベルト設置工事 甲州市勝沼町勝沼地内 建設課 指名競争 協和産業㈱ 2,950,000 R3.8.30 R3.11.26

105 玉宮浄水場原水ポンプ更新工事 甲州市塩山平沢地内 上下水道課 指名競争
水ingエンジニアリング㈱横浜営
業所

830,000 R3.8.30 R3.12.24

106 甲州市天目浄水場No1膜ろ過循環ポンプ設備更新工事 甲州市大和町天目地内 上下水道課 指名競争 甲信商事㈱　甲府支店 3,400,000 R3.8.31 R3.12.24

107 林道大志戸線橋梁塗膜含有量調査業務委託 甲州市大和町初鹿野地内 建設課 指名競争 ㈱エスティ設計 890,000 R3.8.26 R3.12.17

108 市営上塩後住宅K9号棟外壁改修工事設計業務委託 甲州市塩山上塩後地内 管財課 指名競争 雨宮建築計画事務所 1,150,000 R3.8.30 R3.12.27

109 千野浄水場水運用検討業務委託 甲州市塩山千野地内 上下水道課 指名競争 ㈱東洋設計事務所　山梨出張所 1,400,000 R3.8.31 R4.2.28

110
甲州市塩山東部玉宮地区施設整備事業再評価資料作成業務
委託

甲州市塩山地内 上下水道課 指名競争 オリジナル設計㈱　山梨営業所 3,150,000 R3.8.31 R4.2.28

111
甲州市塩山下小田原地区地籍測量業務委託（C、E、F1、FⅡ-
1）

甲州市塩山下小田原地内 管財課 指名競争 ㈱エスティ設計 3,170,000 R3.8.26 R4.3.25

　     上記金額に１００分の１０に相当する額を加算した金額が地方自治法上の申込みに係る価格である。


